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平成 27年６月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 

 

第３日（６月１9 日） 

９ 秋山博子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

持続可能な地域づくりのための市民協働について 

持続可能な地域づくりには市民自治力をいっそう高める必要がある。市民協働は 

市民自治力をたくましく育てるためにも強力にすすめることが不可欠である。焼津 

では多彩な市民活動が展開されているが、それらの活動を市民協働へと展開してい 

くことを求めて伺う 

(1) 市民協働に対する職員の理解について 

ア 市民協働推進員はどのように活動しているか 

イ 推進員によってすすんだ市民協働の事業にはどのようなものがあるか  

ウ 市民協働の必要性を職員にどのような方法で研修し、その研修はどのように生 

かされているか 

エ 地域の要望に対処するという姿勢から、その課題を市民とともに協働で解決し 

ていく姿勢へと転換していくことが必要ではないか 

(2) 市民公益活動事業費補助金事業について 

ア 市民公益活動事業費補助金事業をどのように評価しているか 

イ 採用されなかった団体へのサポートはどのようにしているか 

ウ 実施団体の活動は、関連する担当各課が市民協働につなげているか 

エ 今後、本事業をどのように展開していくのか 

(3) 提案型公共サービス民営化制度について 

我孫子市では行政改革の一環として平成17年度から公共サービスの質を高める 

ために民間の創意工夫を生かそうと、すべての市の事業を対象に「提案型公共サ 

ービス民営化制度」をスタートした。こうした制度の導入が有効と考えるがどう 

    か 

(4) 自治力と自治会への補助金について 

ア 合併前の大井川町で採用していたまちづくり委員会への交付金制度は、地域の 

自治力を育むすぐれた制度だったと受け止めている。現状の自治会への補助金構 

成を見直し、導入してはどうか 

イ 吉田町では今年度から自治会への補助金を、女性役員の参加に応じて加算する 

仕組みを導入している。 

自治会活動を豊かにし、自治力を高めるためにも女性がリーダーシップを発揮 

できる参画を促したい。吉田町にならい導入してはどうか 

 

 

 

 

 

 



2 

 

10 岡田光正議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・代表監査委員 

 

１ 市職員の法令順守、監査強化について 

焼津市の監査の強化について 

ア 新聞報道等に寄れば静岡県監査委員は本年度をコンプライアンス（法令順守） 

強化年度と設定し、監査対象の知事部局、県教委、県警の各組織に対して例年以 

上にコンプライアンスを重視して監査する方針を決めたとのことだが焼津市では 

本年度の方針はどのようになっているか、例年踏襲か 

イ ここ数年、県内各市町で過去の不適切な処理、コンプライアンス違反等が指摘 

されている。当市には表に現れていない不適切な処理等はないか 

ウ 一般会計・特別会計および企業会計の決算書などについて、計数の正確性を検 

証するとともに、予算の執行または事業の経営などが適正で効率的に行われてい 

るかを審査していることは承知しているが、入札関係や許認可事項の内容につい 

ても個別の監査をおこなっているのか 

エ 監査委員による監査は広範囲に渡るもので非常に大変なものであると感じてい 

る。 

しかしながら官公庁における情報管理の徹底が求められ、日常の業務管理の緻 

密化が必要な今、日常業務指導的な監査も必要になっていると感じている、それ 

らの充実の為、監査委員が行っている決算審査、例月出納検査、財政援助団体等 

の監査の全部又は一部について外部に委ねることによって監査委員との役割分担 

を行う方法も考えられるがいかがなものか 

 

２ 場外舟券売場設置について 

競艇の場外舟券売場設置についての考えを伺う 

ア 焼津市内に場外舟券売場を設置しようと企画している業者が活動しているとの 

こと、市当局としてはどこまで把握しているか 

イ ボートピア推進本部がボートピア誘致のメリットとして以下を掲げているがど 

のように思うか 

①公益の増進による地方財政の向上 

②地元商業経済の活性化 

③雇用機会の促進 

④住民のコミュニティペースの誕生 

ウ 今後、設置に関わる申請があった場合どのように対応をしていく方針なのか 

 

３ 動物愛護管理推進計画について 

(1) 犬猫殺処分削減モデル事業について 

環境省が本年度から実施している犬猫の殺処分削減のモデル事業に12都道府県 

の13自治体を選定し自治体が引き取った犬猫の広域譲渡や地域に住み着いた野良 

猫の対策を進め全国で10万匹を超える犬猫の殺処分を最終的にはゼロにすること 

を目指すため自治体等に対し以下の取組が期待されているが当市ではどのように 
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取り組むのか 

①動物愛護管理推進計画に基づく取り組みの更なる推進 

②適正飼養等の更なる広報、普及啓発の推進 

③返還と譲渡の取り組みの更なる推進 

④飼い主への指導等の強化 

⑤動物取扱業者の監視と指導の強化 

⑥各主体と連携した取り組みの強化 

(2) 飼い猫の登録料新設について 

ア 犬にはある登録料が猫にはないのは変だとは思わないか                    

イ 飼い主のいない猫対策、不妊処理補助等々お金がかかることが多くなっている。 

さらに、マイクロチップの埋めこみの義務化、殺処分ゼロを目指す活動に公費の 

負担が多くなってくると予想される等を鑑みていくと愛猫家の方々にそれなりの 

費用負担として、登録１頭につき毎年たとえば5 0 0円（額の妥当性については別 

途議論の余地あり）の登録料をいただきご協力をお願いするのはいかがか  

 

11 鈴木功治議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長・教育長 

 

１ 高齢者の福祉支援について 

焼津市福祉老人センターが閉館となったが、その影響はどうか伺いたい 

焼津市福祉老人センターが今年３月閉館となったが今まで利用していた人達が 

引き続きどこかの施設を利用し、家に引きこもらないで外に出ているのでしょう 

か年間18千人～19千人が利用していた施設です、閉館となった影響について調査 

しておくべきと考えるが伺いたい 

ア 今までの利用者のその後の状況は把握しているのですか 

イ 他の施設を利用しているのですか。総合福祉会館や大井川福祉センターの利用 

は増えているのですか 

 

２ 和田公民館の再編について 

公共施設マネジメント事業において耐震性が劣り早急な整備が必要と有るが再編 

の内容についてお伺いしたい 

今年度再編に向けて街づくり推進費として予算がついているがその内容は基本 

構想策定であり平成31年まで継続となっています、具体的な計画について伺いた 

い、周辺施設も含めた内容となっているが具体的な施設があれば伺いたい 

ア 基本構想の策定に何年かかるのですか 

イ 周辺公共施設とは何の施設を指しているのですか 

ウ 構想の中に福祉施設の複合化は考えられますか 
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12 小栁津健二郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 宅地分譲助成事業について 

(1) 今年度の状況について 

平成26年度は２件で20区画の実績であると聞いていますが、今年度、現時点の 

受け付け状況はどうか、また不動産会社等からの問い合わせはどうか 

(2) 他の市町等の状況について 

裾野市などの同様な施策を実施しているところがあれば、その状況はどう 

(3) 都市計画上の問題について 

都市計画上の問題として当初の定住人口の増加に加えて道路・公園などの優良 

街区について期待どおりの開発申請となっているか 

(4) 今後の見通しについて 

この一年間実施した結果、市として現状の分析と評価、今後の見通しについて 

どうか 

 

２ 小型無人機「ドローン」について 

ドローンの規制について  

ドローンについては「空の産業革命」とも言われ、物流や災害など幅広い分野 

での利用が広がっている。また、市場も急速に拡大しており、2020年には現在の 

10倍以上になるとの調査結果も出ている。しかしながら最近の事件により、ドロ 

ーンの規制の動きのある中、静岡県では、７つの県営公園で原則使用禁止する方 

針を固めたようである。当市の公園におけるドローン使用の実態及び規制は、ど 

のような状況であるか 

                      

13 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

大井川焼津藤枝スマートＩＣ活用での地域振興及び問題点、解決策は。 

(1) 大井川・焼津・藤枝ＩＣ周辺地域づくり計画はどこまで進んでいるか。 

スマートインター建設がはじまりはや数年。すでに供用開始がみえてきた中で、 

まちづくりは待ったなし。以下質問します。 

ア 平成27年度東名インター利用促進協議会がこの６月１日に開催されました。席 

上市長挨拶で「交流ネットワークは、産業の発展、志太地域の地方創生に最大限 

に活用される。」このように挨拶されました。利活用について、これまで市民の 

声を聞いてこなかったか？聞いてきたとしたらその内容は 

イ 計画づくりはどこまで進んでいるのか？いつまでに作るのか 

ウ スマートインター周辺の地域づくりの方向性は 

エ 静岡空港やはばたき橋の開通により、志太地域における人・物の流れが活性化 

される。なかでも、災害時の対応が飛躍的に向上し得る。このことに、各自治体 
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がそれぞれ努力する必要がある。広域連携の促進を積極的に進め地域の魅力を最 

大限に生かしていくことだと藤枝市長の挨拶です。市長は、広域連携についてど 

のような内容があると考えていますか 

(2) 静岡県内陸フロンティア構想をどう考えるか 

県は総合特区の指定地域を含め、県内市町から内陸フロンティア推進区域の指 

定申請を受け付けた。内陸フロンティア構想は新東名高速道路周辺などの内陸部 

を有効活用するとともに、沿岸部の防災力を高めて再生する狙いもある、とあり 

ます。 

ア 県のフロンティア構想をどう考えるか伺います 

イ 内陸フロンティア推進区域指定申請についてどのように検討されましたか 

(3) 静岡県内陸フロンティア推進区域に、大井川焼津藤枝スマートＩＣ周辺の地域づ 

くりを位置づけないのか 

市長は、「土地利用に関しましては、これからの地方創生一丁目一番地で、国 

に対し要望を強くしているところ」と言っております。分権一括法案は、構想実 

現にチャンスであり、利用計画をしっかりと立てることだと思います。市長は、 

人口減少の見通しや、少子高齢化を踏まえ、焼津市全体のまちづくりを考える中 

で検討することが重要であるとも述べておりますが、市長のお考えをお聞かせく 

ださい 

 

14 鈴木浩己議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 自主財源確保策について 

(1) 行政財産の有効活用について 

本市における行政財産への自動販売機の設置は、総務部など10部、42施設で、 

118 台全てが目的外使用の許可方式で設置されており、使用料を徴収している台 

数は79台、収入額は105万5,290円である。一方、平成18年度の地方自治法の改正 

により、行政財産の貸付範囲が拡大され、財産の有効活用が可能となり、全国の 

自治体において自主財源確保の観点から、従来の使用許可から公募による貸付け 

に切り替える取組みが進んでいる。 

例えば、静岡県では平成24年度において県有施設72か所に設置された2 2 2台の 

自動販売機について設置者を公募したところ、契約金額の総額は、従来の使用許 

可の収入の106倍となる1億6,482万円となった。更に、翌年度には取組みの拡大 

を図り、4 0 4台の貸付けによる収入額は2億5,200万円、１台当たりの平均年間収 

入は62万円以上となっている。 

ア 自動販売機以外に使用許可で設置している事例があるか 

イ 余剰スペースの有効活用について 

ウ 昨今の厳しい財政状況下で、行財政改革において自主財源確保の必要性が強く 

叫ばれる中、公募による貸付けへの切り替えにより大幅な増収を図り、歳出予算 

として確保できる仕組みを推進する考えはあるか 

エ 指定管理者が管理運営する公の施設に設置されている自動販売機の目的外使用 
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許可について 

(2) 有料広告事業について 

現在、歳入確保と市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図る目的で行わ 

れている有料広告事業は、男女共同参画情報紙、市民課窓口用封筒、自主運行バ 

ス、総合体育館メーンアリーナ、広報やいづ、市ホームページ、市民カレンダー、 

公用車で、収入総額は4 5 8万4,000円である。近年の傾向として、収入額がH23年 

度607万7,000円、H24年度533万8,000円、H25年度が513万4,000円と減少傾向にあ 

る。 

ア 近年の減少傾向の分析と他の媒体への展開はどう考えているか 

イ 有料広告事業の専門部署設置や民間に業務委託（企画提案、広告主の募集、管 

理、運営など）する考えはないか 

ウ ネーミングライツの導入をどう考えるか 

(3) 市税等の収納率向上について 

先月、総務文教常任委員会において、新潟県糸魚川市の市税等収納率向上への 

取り組みについて視察した。糸魚川市は、Ｈ17年度に近隣二町と合併。旧糸魚川 

市は本市と同じく単税方式（４～６回納付）であったが、合併した旧二町が以前 

から集合納税方式を取っており、合併協議により新市においては市民の納付のし 

やすさを最優先に考え、集合納税方式（10回納付）とすることとした。 

集合納税方式とは、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健 

康保険税をそれぞれ合算し、第１期を6/30として10回に分けて納付するというも 

ので、単税方式と比較して集合納税方式のメリットとしては、①毎月の納付額が 

10回に均等に分割されるため納付しやすい。②納税通知書の発送では、集合納税 

のため発送回数が減り事務量が軽減される。③口座登録管理については、納税者 

１名につき１口座の管理で済む。④督促については、発送回数が10回で済み事務 

量と郵便料金が軽減される。⑤収納率については、税目を選択しての納付が出来 

ないため、平均して収納率が上がる。⑥口座登録については、毎月一定額の納付 

が可能であるため、口座振替が多い。一方、デメリットとして、①税目別に振替 

口座登録が出来ない。②税目別の課税処理後、集合処理に時間がかかる。③税目 

別に分類するため、収納処理に時間がかかる。などが挙げられた。 

本市と糸魚川市の収納率は、本市の現年分が98.7%に対し、糸魚川市は99.4%、 

滞納分は本市が31.2%に対し、糸魚川市は30.2%であり、現年分と滞納分の合計で 

は、本市が95.3%、糸魚川市は98.2%と高い収納率となっている。 

徴収職員体制は、収納業務２名（現金納付・口座振替）、徴収業務３名（地区 

担当制）、嘱託員２名で、ともに元銀行員であった。徴収職員の人事については、 

通常３年を５年とし専門性を高めている。徴収担当は、本来敬遠されがちである 

が、市の財源確保の一翼を担っているという自覚の下、チームとして組織プレー 

で業務が行われており、やりがいのある仕事とするため、組織の意思統一、モチ 

ベーションの向上に心がけており、チームとしての中長期的な目標を設定し、明 

るく・楽しく・前向きに、をモットーに取り組まれていた。また、職員研修につ 

いても、税務研修はもとより生活保護認定要件や強制徴収公債権一元化、さらに 

はゲートキーパー研修についても行うなど充実した研修体制である。 

収納率向上への取り組みの中で、年間事務スケジュールの見える化についても 
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国保短期証更新事務や各税目の現年分未納者の確認、徴収強化月間、公売会など 

滞納整理事務のスケジュールを明確にしており、やるべき仕事や実施時期、繁忙 

期は係内で業務を助け合い、組織内の意思統一が図られていた。 

このように、目標設定からスケジュール、毎月末の収納状況の掲示など、仕事 

の成果が数字に表れることで、仕事の達成感と更なる徴収意識が向上し、モチベ 

ーションを高めている取り組みをしていた。 

ア 徴収職員の人事や研修について 

イ 事務スケジュールの見える化について 

ウ 納税者の利便性を高めるため、納付回数増加を図れないか 

 

２ 地域包括ケアシステムについて 

高齢化が進展し、本市においても認知症高齢者や高齢者のみ世帯、一人暮らし高 

齢者世帯が増加する中、支援や介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で尊厳あ 

る生活を可能な限り継続できる体制として地域包括ケアシステムの構築が求められ 

ている。具体的には、介護サービス、予防サービス、医療サービス、見守り等の生 

活支援サービス、住まいを適切に組み合わせて提供し、地域社会全体として、24時 

間365日を通じた対応が可能なシステムとなる。 

(1) 地域ケア会議について 

地域包括ケアシステムを構築するためには、高齢者個人に対する支援の充実と、 

それを支える社会基盤の整備を同時に進めることが重要で、これを実現していく 

手法として地域ケア会議がある。地域ケア会議は、個別課題解決、ネットワーク 

構築、地域課題発見、地域づくり・資源開発、政策形成という５つの機能がある。 

ア 地域ケア会議の全体像と機能分担はどのように構成されるか 

イ 各機能別の会議の状況について 

(2) 新たな介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みについて 

要支援者と要支援状態となるおそれのある高齢者を対象として、介護予防と日 

常生活への支援とを切れ目なく提供する事業で、地域包括ケアシステムを具現化 

する第一歩となる。介護予防・日常生活支援総合事業の活用は、市町村の判断と 

裁量に任されている。このことは、本事業が自治体にとって比較的自由度の高い 

事業で、創意工夫が求められる。 

ア 新たな介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みについて 

イ 生活支援コーディネーターの配置について 

ウ 介護支援ボランティアポイント制度について 

 

３ マイナンバー制度について 

マイナンバー制度は、国民一人一人や中長期在留の外国人、法人に番号を割り振 

り、個人所得や納税実績、年金、医療などの受給状況を正確に把握し、管理できる 

ようにするもので公平な社会保障制度の基盤となる。本制度では、低所得者に対す 

る社会保障の充実や行政事務の効率化、行政手続きの簡素化が期待でき、社会保障 

サービスが必要な人に的確な給付を行うことが可能になる制度である。しかし、一 

方で、個人情報保護やＩＴ社会に潜むリスクについて、情報漏えい防止の取り組み 

を強化しなければならない。本年10月、個人番号が通知され、来年１月には個人番 
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号カードが交付される。2018年度の本格運用を目指して、今後段階的に利用が進ん 

でいく。 

行政事務効率化と行政サービス向上について 

ア 先進自治体では、既に同制度導入を見越してのシステム改修（保健福祉総合シ 

ステム）やワンストップサービスを実現する総合窓口の設置をはじめ、一部事務 

組合で近隣自治体との連携など、行政コストの削減を図り、業務改善に取り組む 

中、行政サービスの向上に結び付けている事例もあるが本市の取り組みはどうか 

イ コンビニでの証明書交付について 

 

15 杉田源太郎議員（質問方式 一問一答） 

  答弁を求める者 市長・教育長・固定資産評価審査委員会書記 

 

１ 固定資産税評価額を「適正な時価」に 

固定資産価格の評価替えで、「適正な時価」となったか 

本年度は固定資産価格の評価替えがおこなわれた。小浜、浜当目から利右衛門 

に至る沿岸部などの土地価格が、依然として下落し続けている状況から、これに 

相応した評価額に引き下げるよう、住民から市長に陳情書が提出されました。私 

も、同様趣旨で、前回２月定例市議会で質問しました。 

ア 昨年のデータですが全国の住宅地で公示価格の変動率下位順位表で残念ながら 

焼津市の２ヶ所（石津港町19番14外、浜当目二丁目5 4 2番）が８位９位、工業地 

では１ヶ所（利右衛門字地蔵森2726番65外）が５位にランクされました。どのよ 

うに受け止めているかお伺いします。 

評価替えの結果、宅地の価格はどのようになりましたか 

イ 評価替えに際して、実際の売買価格を参考にしていると思いますが、浜当目、 

中港、北浜通り、鰯ケ島、城之腰、石津港町、高新田、吉永、利右衛門、飯淵の 

各標準宅地の適正な時価を評定するに当たって、今回、それぞれいくつの売買実 

例価格を参考にしましたか 

ウ 吉永1817番２の固定資産価格が、今回、１㎡当たり14,899円と決められました。 

この土地613.65㎡は総額5 8 0万円の売値で、数年間も店ざらしのままです。この 

売値は１㎡当たり9,452円であり、この金額で売れないということは、この土地 

の適正な時価は１㎡当たり9,452円以下ということを示すものです。固定資産の 

「適正な時価」というのは、売買実例価格の70％目途とされているものだとする 

と、固定資産価格は、１㎡当たり6,616円以下ということになります。この２倍 

以上にもなる開き、現実との乖離（かいり）をどう説明できますか 

エ 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、納税者は固定資産評価 

審査委員会に審査の申出ができることになっている。焼津市が用意している審査 

申出用紙には、申出の趣旨記載欄に申出価格を記入するようになっているが、納 

税者の中には、申出価格を特定できない場合もあると思うので、柔軟な対処が必 

要ではないだろうか 
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２ 旧大井川町市街化区域への都市計画税は凍結を 

(1) 市街化調整区域よりも土地の利用価値が低い 

ア 今回の評価替えの結果、旧大井川町市街化区域内の標準宅地である高新田1821 

番３など５か所、吉永1927番２など２か所、飯淵2097番、利右衛門2515番２の合 

計９か所は、いずれも１㎡当たり２万円以下の価格であり、市内全域の市街化区 

域内の最下位であるとともに、市街化調整区域内の標準宅地の価格と比較しても、 

その最下位グループに伍しています。このことは、高新田、吉永、利右衛門、飯 

淵には、市街化区域であることの優位性がほとんどないことを意味するものでは 

ないでしょうか 

イ 調整区域より利用価値が低い市街化区域について指摘させてもらいましたが答 

弁は「その方面の分析はまだしていない」でした。分析していただいた結果につ 

いて報告願います。旧焼津市市街化区域では、その目的税に沿った何らかの事業 

が実施済み、実施中、実施予定となっています 

ウ 今実施されている旧焼津市の都市計画事業によって旧大井川市街化区域の価値 

が上がるのか、それとも今から旧大井川地域に計画されるだろう事業によって価 

値が上がるということでしょうか 

エ 財政部長の答弁は「応益税」としての性格は都市計画事業実施に伴い生まれる 

もの、つまり事業が行われるまでその地域の価値は向上しないということでいい 

でしょうか 

オ その目的たる都市計画事業などが特定できない段階で、市街化区域であること 

の優位性がほとんどない地域の土地、建物に都市計画税を課すことの合理性は、 

どこにあるか。課税しないことの方が公平であって、課税は逆に不公平を拡大す 

ることになります。事業計画のない市街化区域への都市計画税は中止すべきです 

(2) 異議申立棄却理由と５年間の猶予期間について 

２月議会において市長の棄却理由は「都市計画税で今後の事業で価値は向上」、 

「市条例の規定に基づき適法」でした。また猶予期間５年間は課税周知期間では 

ありません。事業計画を示す期間であったことは明らかです。合併協議会、合併 

後の市議会での経過を振り返えらない形式的答弁としか思えません。 

２月議会で市長は「細部に注意を払って、広報に努めているので指摘事項につ 

いてもう一度確認し誤解のないようにしていきたい」と答弁されました。「確認」 

した結果、そして「誤解」のない説明を伺います 

 

３ 学校司書の就業体系の充実と雇い止めの中止を 

(1) 学校司書の資質の向上、司書教諭の職責 

今年４月から施行された「学校図書館法の一部改定」と焼津市の取組みについ 

て昨年11月議会で同僚議員が一般質問を行いました。市長、教育長から前向きな 

答弁をいただきました。 

学校図書館の運営の改善、学校司書の資質能力の向上、学級担任を兼務する司 

書教諭への校務分掌上の工夫は具体的にどの様な取組みが展開され、またその効 

果についてどのように期待されているでしょうか。 

(2) 学校司書の継続的・安定的従事について 

11月議会で市長は「学校司書は非常に（高い）能力が必要なもので、単純に雇 
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いどめということにならない体制を考えている」と答弁されています。 

学校教育の中で学校司書は「専門性を持った高い能力」が必要と位置付け衆議 

院の付帯決議（継続と安定性）について学校司書の雇用問題、勤務時間、雇用形 

態についてこの半年の間、権限を持つ市長としてどのように検討されましたでし 

ょうか。 

ア 「雇い止め」について 

イ 勤務時間について 

現在4時間×170日：旧大井川町では4時間×260日 

ウ 雇用形態、及び賃金について 

      現在１年契約の嘱託員（学校司書）となっています。 

給料は旧大井川町時 時給994円 合併時1050円 現在950円（説明なく下げ 

られている）です。その根拠はなんですか。 

これだけ重要な専門職だと位置づけられていても残念ながら、正規職員では 

ありません。 

継続的に安定的に子どもの学校図書館を活用した、読書活動、学習、心の育 

成に貢献する学校司書を正規職員としてさらに賃金でもモチベーションを高め 

て行くことを望みます。 

エ ４時間を260日にすることによってどれだけの人件費が増えるでしょうか。 

その運用を緩やかにして学校の長期休暇時に選書、廃棄書、修理、日常業務 

として学校図書館と生徒、家庭・地域を結ぶ「図書館便り」の発行等々、また 

毎年開催されている県図書館大会へ仕事として参加して行くことが授業で学校 

図書館の更なる利用価値を高め、子どもたちの心を豊にすることにつながると 

確信します。 

 

４ 戦争法案反対の表明を 

戦争法案に反対し、焼津市民の命を守り、主要産業水産漁業を守り抜く 

安倍政権は「新３要件」を掲げ「武器の使用」を可能とし、日本が直接攻撃さ 

れていなくても同盟国を攻撃する国があればその国を攻撃することもできるとし 

て日本を「戦争ができる国」にしようとしています。この「新３要件」を満たす 

か否かはそのときの政権が判断しますからその解釈がいくらでも広がることが国 

会論戦の中で明らかになりました。 

今回の安保法制の中で心配なことは、日本の青年（自衛隊）がアメリカの戦争 

に加担して命を落とすことです。先のアジア・太平洋戦争では、この焼津でも召 

集された1500名の青年が、また500名の徴用漁船員が南方で、中国大陸で戦死を 

しています。多くの母親、妻、家族を悲しませてきました。 

市民の命を守り、焼津市主要産業の漁業を守る市長としてご自身の人間性あふ 

れる言葉で市民に「戦争法案」反対を表明していただくことをお願いいたします。 

 

 
 
 

 
 


